
注目!!
しまっち掲載プログラムが内閣府主催

「関係人口全国フォーラム2022 」の

事例発表で登場しました！
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ねっと
しまね関係人口マッチング・交流サイト

しまっち！1st Anniversary！

地域のやりたいこと、お困りごとを地域の新しい応援団

「関係人口」と⼀緒に取り組みませんか？「しまっち！」

では、地域団体（オーナー）がプログラムを登録して、

参加者（サポーター）を募集することができます。

地域と新しい仲間の繋がりが生まれています。

※2022年9月末データより

昨年10月に「しまね関係人口マッチング・交流サイトしまっち！」がオープンし、1年を迎えました。

そんな「しまっち！」の魅力についてご紹介します！

オープンからの1年間を数字にしてみると…

プログラム掲載件

69件

マッチング件数

38件

オーナー登録団体数

60団体

サポーター登録人数

234名

1周年キャンペーン

企画スタート！

11月30日まで開催中！

しまっち！サイト月平均PV

10,000pv以上

しまっち！掲載プログラムの活動写真をご紹介!!
これまでに

「季節限定！柚子の収獲体験 」

「金魚すくいのお手伝い」

「稲刈り&ハデ干し体験」など

多くのプログラムにサポーター

の皆さんが関わってくださいま

した！

活動報告はこちらからご覧いた

だけます！

▶▶▶

詳しくはこちら▶▶▶

とは？

プログラム参加人数

延べ118名



NPO事務局セミナー＆検定を実施しました！

令和5年10月から始まる仕入税額控除の方式。インボイス発行事業者となるため
には、事前に登録手続きが必要。登録を受けると、課税事業者として消費税の申
告が必要となります。

NPO法人の法務、会計・税務、労務に関する知識を学ぶ「NPO事務局セミナー＆
検定」をこのたび開催し、岡山NPOセンターの加藤彰子さんを講師に実施しまし
た。事務力検定では、新たに9人の初級合格者が誕生！今後の皆様の実務に活か
していただければと思います。おめでとうございます！

今年度の中国ろうきんNPO寄付システムの募集が、11月1日からスタートします。こ

の寄付システムでは、17の活動分野ごとにいただいた寄付を、審査会によって選ばれ

たNPO法人へ配分することで、その活動や基盤づくりを支援しています。寄付者の

方々の思いがNPO法人の皆様の活動に有効に活用されるよう、多数のNPO法人からの

ご応募をお待ちしています！ 中国ろうきんNPO寄付システム申込書類はこちらから▷▷▷

インボイス制度導入へNPO法人向けセミナー実施
令和5年10月から、消費税の仕入額控除の方式としてインボイス制度（適格請求書
等保存方式）が導入されることを受け、インボイス制度の概要を学ぶNPO法人向け
セミナーが開催されました（島根県NPO活動推進室主催、ふるさと島根定住財団共
催）。関連のご相談等あれば、下記コールセンター等をご利用ください。

売上先からインボイスの交付を求められるか検討・確認が必要。売上先が課税事
業者の場合、仕入税額控除のため、インボイスが必要です。ただし、課税事業者
であっても、簡易課税制度を選択していれば、インボイスは不要となります。

インボイスという名称の新たな書類を作成する必要はありません。現在の請求書
や領収書等に不足する項目（登録番号や、税率ごとに区分した消費税額等）を追
加するイメージです。

問い合わせは
こちらまで

●税務相談チャットボット ▶ インボイス制度特設サイトから利用可能 ▶

●軽減・インボイスコールセンター ▶ 専用ダイヤル 0120-205-553

無料【受付】平日9:00～17:00

◀事務局セミナー資料より

定住財団からのお知らせ

中国ろうきんNPO寄付システム募集開始

■締 切：2022年11月30日（水）13:00必着

■対 象：島根県内のNPO法人

※本年11月末までに認証された団体

■配分金額：1団体5万円（一部10万円）

43団体に配分予定

17分野の中には「災害救援」や「NPO支援」等、
多くの寄付が寄せられていても、応募数が例年少
ない分野もあります。今年度は、「災害救援」が
1団体10万円の配分になります！該当分野での活動
を行っている団体は、申請をご検討ください。

島根の合格者は

計98名に！

登録を受けるかどうか
どうやって判断する？

インボイスってどう作る？

インボイス制度って何？

事務局検定の様子▶

▲講師の加藤さん

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


詳しい情報・問い合わせ先などは

サイトからご確認ください。助成金情報

イベント情報

第7回 松江・森の演劇祭
石見周遊スタンプラリー

いわみくるり

開催期間：2022年11月5日 (土) ～ 13日 (日)

開催会場：松江・森の演劇ゾーン

松江市八雲町平原481-1

(しいの実シアター／平原会館／大型

テント／かやぶき交流館)

料 金：一般 2,000円～3,000円

18歳未満 500円～1,000円

問合せ先：NPO法人あしぶえ

TEL 0852-54-2400

開催期間：2023年2月28日（火）まで

開催会場：島根県西部

内 容：ココシルのアプリをダウンロードして、

「いわみくるり」からスタンプラリー

に参加！豪華賞品に応募しよう！

問合せ先：石見観光振興協議会

（島根県西部県民センター観光振興課内）

TEL 0855-29-5647

（平日8:30～17:15／土日祝休）

https://www.shimane-ikiiki.jp

島根いきいき広場 助成金

➀日本郵便年賀寄付金助成制度

②【一般枠】活動・一般プログラム

上限500万円、活動チャレンジプログラム

上限50万円【特別枠】東日本大震災等被

災者救助・予防（復興）上限500万円

➂日本郵便株式会社 年賀寄付金事務局

➀助成金名 ②助成額（助成内容）➂問合せ先

➀島根県 第21回 ことのは大賞募集

②県知事賞2点（一般の部1点、こっころの

部1点）賞状・賞金（2万円）・副賞、他、

参加賞図書カード500円

➂島根県健康福祉部 子ども･子育て支援課

➀公益財団法人トヨタ財団 特定課題

「外国人材の受け入れと日本社会」

②助成金総額 5,000万円

1件あたりの上限額 1,000万円

➂公益財団法人トヨタ財団

➀2023年度助成 前期募集

エネルギア文化・スポーツ財団助成

②1件あたり 10～50万円

➂公益財団法人

エネルギア文化・スポーツ財団

➀子どもゆめ基金助成金

②【全国規模】限度額600万円

【都道府県規模】限度額200万円

【市区町村規模】限度額100万円

➂独立行政法人国立青少年教育振興機構

子どもゆめ基金

➀2023年度

三菱UFJ信託地域文化財団助成

②上限額は特に定めなし

（近年実績 20～70万円/件）

➂公益財団法人三菱UFJ信託

地域文化財団事務局

➀2023年度ヤマト福祉財団助成金

障がい者福祉助成

②助成総額 2,000万円

1件あたり 最大100万円

➂公益財団法人ヤマト福祉財団

助成金事務局

➀第10回 エクセレントNPO大賞

②市民賞、課題解決力賞、組織力賞(各30

万円)※3つの受賞者の中から、エクセレン

トNPO大賞（プラス50万円）、他

➂「エクセレントNPO」をめざそう

市民会議

➀令和5年度

中国地方地域づくり等助成事業

②助成事業1件につき100万円

➂一般社団法人 中国建設弘済会 島根支部

➀パイロットクラブ・チャレンジ助成金

②助成上限60万円

1団体あたりの上限30万円

➂パイロットインターナショナル

日本ディストリクト

パイロットクラブ・チャレンジ助成金係

締切
11/4(金)
消印有効

締切
11/11(金)
消印有効

締切
11/20(日)
消印有効

締切
11/19(土)

23:59

締切
11/29(火)

17時

締切
11/30(水)
消印有効

締切
11/30(水)
消印有効

締切
12/10(土)
17時必着

締切
12/20(火)

必着

締切
12/20(火)

必着



●8、9月の新設NPO法人
特定非営利活動法人フードバンクしまねあったか元気便

（松江市）
特定非営利活動法人日本NPOサクセス（浜田市）

しまね地域活動応援サイト「フレフレしまね」では、島根県
を舞台に地域課題の解決や地域づくりに取り組む実践者、
「ソーシャル人材」を紹介しています！現在58名掲載中▶

Facebookも日々更新中！
しまね県民活動支援センター
で検索してみてください♪

県内NPO情報 R4.9.30現在

県内ＮＰＯ法人数

全体 285

内認定 6

内特例認定 0

新設ＮＰＯ法人数 2

解散ＮＰＯ法人数 0

しまね社会貢献基金登録団体数 77

だんだん認証レベル取得団体数
全体 42

内レベル２ 32

[松江事務局]

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ3階

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692

E-mail： chiiki@teiju.or.jp

[石見事務所]

〒697-0034 浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田2階

石見産業支援センター「いわみぷらっと」内

TEL (0855)25-1600  FAX (0855)25-1630

E-mail： iwami@teiju.or.jp

（しまね県民活動支援センター）

発行元

藤本 真由さん（松江市）
有限会社藤本米穀店/代表取締役社長

里山照らし隊/隊員

ふじもと まさよし

1982年11月6日に島根県松江市生まれ。大学で関西に進学、
卒業後は食品卸売業に勤めた後、島根へUターン。藤本米穀
店5代目。松江城興雲閣での結婚式第1号。妻と、H29、H30、
R2生まれのこどもたち。農産物検査員資格、ごはんソムリ
エ資格を保有。雲南市のお米を台湾へ輸出している繋がりか
ら雲南市PR大使を務め、地元松江市では松江商工会議所青
年部に所属し45歳以下のメンバーと交流・自己研鑽・地域
貢献などに努めています。家業である米屋での事業を中心に、
幅広い方々と交流を深めて活動の深度を深めたいです。

【活動分野】

地域コミュニティの維持

地域資源の活用

移住・交流の促進

社会的弱者への支援

地域の付加価値を高める

人材育成

地域経済への貢献

https://www.shimane-ikiiki.jp/

多くの方と繋がっていき
たく、SNS等も積極的に
利用していますので、コ
ンタクト・コミュニケー
ションの方法は限定しま
せん。

新しく立ち上げた団体

（里山の持続可能な暮

らし研究所）では、地

域の幅広い年齢が集え

るイベントを企画中で

す！

岡山 令子さん（浜田市）
まるばらまちラボラトリー

里山の持続可能な暮らし研究所

おかやま れいこ

産まれも育ちも浜田市旭町。町の変化を途切れることなく見続
けてきました。地域に根付いている「ここには何もない」「若
い人は（都会へ）出た方がいい」という考えを払拭し、若い方
にとって「（田舎でも）楽しそうな大人がいるな」と感じても
らうため、地元でやりがいを持って仕事をしようと決意。2020
年に"民営の公民館"として誰もが気軽に集える場所を目指しカ
フェをオープンしました。これからも「関係案内所」として、
たくさんの方を繋ぎ、ネットワークづくりの場になればと思っ
ています。

【アドバイスできること】

・コミュニティデザイン

・地域資源活用について

（自ら育てたお米「令子米」や

野菜なども販売、提供しています）

・社会教育

・イベント企画

【活動分野】

地域コミュニティの維持

地域資源の活用

移住・交流の促進

社会的弱者への支援

地域の付加価値を高める

人材育成

【アドバイスできること】

米屋ですので、何ができるかと言
われればそんなに出来ることはな
いかもしれませんが、自分の持つ
繋がりから適切と考えられる場
所・ヒト・コトなどのご紹介含め
出来ることを考えます。
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